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1 研究の概要 

研究課題名 [11C]PBB3-PET を用いた変性性認知症病態の包括的縦断研究 

目的  既に承認され稼働している「脳内タウイメージング用放射性薬剤[11C]PBB3を用いた変性

性認知症病態に関する研究」に基づき、その後の経時的変化を評価することによって、ア

ミロイド・タウ蛋白病変の分布・程度の変化や疾患の進行速度を明らかにする。さらには、

高血圧症・糖尿病といったメタボリックシンドローム患者に関連する各種臨床データを包括

的に用いることで、メタボリックシンドロームに関連して進行する多様な認知症の病理学的

変化をも明らかにする。こうした背景病態の理解に基づく認知症の新規治療・予防戦略を

確立することを最終的な目的とする。 

デザイン  本研究は介入のある臨床研究であり、多群間比較・非ランダム化・健常ボランティア対照

の探索的試験である。 

研究対象  軽度認知障害を含む認知症患者（アルツハイマー型認知症、前頭側頭型認知症、レビー

小体型認知症、大脳基底核変性症、進行性核上性麻痺、その他認知症を伴うパーキンソ

ン症候群）、糖尿病または高血圧症または高脂血症を有する患者、および対照となる健常

ボランティア。疾患の重症度や治療の有無を問わない。既に「脳内タウイメージング用放射

性薬剤[11C]PBB3 を用いた変性性認知症病態に関する研究」で検査を受けた被験者は、

前の検査から 1 年以上経過している方とする。いずれも 20 歳以上に限る。 

目標症例数  軽度認知障害 20 名、アルツハイマー型認知症 20 名、前頭側頭型認知症 20 名、大脳基

底核変性症 20名、進行性核上性麻痺 20名、レビー小体病および認知症を伴うパーキンソ

ン症候群 40 名、および対照となる健常ボランティア 40 名。これまで「脳内タウイメージング

用放射性薬剤[11C]PBB3 を用いた変性性認知症病態に関する研究」に参加され 2 回目の

フォローアップ精査に同意いただける被験者を中心とする。 

 糖尿病・高血圧症または高脂血症を有する患者は、認知機能が健常なボランティアも含

め上記症例にオーバーラップも可とするが、それぞれ 30 名程度含まれることを目標とす

る。 

 いずれも、[11C]PBB3-PET、[11C]PIB-PET、MRI（または CT）検査完了例数とする。 

研究方法 ①診察：詳細な問診、身長・体重測定、内科学的所見（家庭血圧測定・安静時の血圧測定

を含む）、神経学的所見を神経内科医スタッフがとる。神経心理検査を神経内科医スタッフ

および神経心理士が行う。 

②血液検査：一般血液生化学検査、空腹時血糖値、HbA1c 値、中性脂肪、コレステロール

値など糖尿病・高脂血症に関する各種マーカーを測定する。採血は計 11ml 程度。（ただし

検査 2 ヶ月以内に一般診療か別の検査でこれらが済んでいる場合については省略する。） 

③頭部画像検査・処理：放射線医学総合研究所（放医研）にて、頭部 MRI（MRI が撮像で

きない患者被験者においては代わりに頭部単純 CT）、アミロイド PET（[11C]PIB-PET）・タウ

PET（[11C]PBB3-PET）・ブドウ糖代謝PET（[18F]FDG-PET）を施行する（ただしブドウ糖代謝

PETは必須ではない）。放射性薬剤の精製は当施設の技師が行なう。さらに、頭部MRI画
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像をもとに PET 画像の空間的標準化と平滑化を行う。  

④データ解析 I（縦断的評価）：解析・統計ソフトウエアを用いて、前回の PET 画像データと

の比較を行ない、アミロイド・タウ集積の分布・程度の変化や疾患の進行速度を個体内で

評価する。 

⑤データ解析 II（包括的評価）：対照群のデータと群間比較を行ない、また高血圧症・糖尿

病・高脂血症の指標を含む臨床評価パラメータと画像所見の間にどのような関連があるか

相関をみることで、メタボリックシンドロームの症例にみられる脳画像所見の特徴を明らか

にしていく。それぞれに関連する認知症の一群において、特異的な病変分布が認められる

ようであれば、脳機能を説明する病変部位を探索する。また、重回帰分析を用いて高血圧

症、糖尿病、高脂血症などのそれぞれの因子が画像所見にどの程度影響をしているかも

検討する。 

評価指標 ①主要評価項目(プライマリーエンドポイント) 

 アミロイド PET（[11C]PIB-PET）・タウ PET（[11C]PBB3-PET）が示す集積の分布・程度の縦

断的変化と認知症進行の関連。 

②副次的評価項目（セカンダリーエンドポイント） 

 アミロイド PET（[11C]PIB-PET）・タウ PET（[11C]PBB3-PET）が示す集積の分布・程度と、

認知症の発症や進展に、高血圧症・糖尿病・高脂血症を含むメタボリックシンドロームの因

子が寄与するかどうかという関連。 

研究期間 承認日～2018 年 3 月 31 日 

研究実施施

設および共

同臨床研究

機関 

研究実施施設：放医研 

共同研究施設：千葉大学医学部附属病院、柏戸病院、千葉東病院、白金整形外科病院、

神経内科千葉、浅井病院、成田赤十字病院、東京歯科大学市川総合病院、東京医科大

学病院、順天堂大学医学部付属順天堂医院、東邦大学医療センター佐倉病院、慶應義塾

大学病院、北里病院、東京都健康長寿医療センター、日本医科大学附属病院、新潟大学

脳研究所、日本医科大学千葉北総病院、新倹見川メンタルクリニック、総武病院、柏駅前

なかやまメンタルクリニック、駒木野病院、足利赤十字病院、江戸川病院、ビハーラ花の里

病院、旭神経内科リハビリテーション病院、下総精神医療センター、東名古屋病院、京都

府立医科大学附属病院、三重大学病院、町立南伊勢病院、米国 Mayo Clinic、稲毛神経

内科・メモリークリニック、岡山大学病院 

※被験者紹介を行なう上記の医療施設は、研究体制につき放医研との連携が十分に行

われている。 
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2 背景 

《タウイメージングを用いた認知症の病態評価》 

 認知症が増加し社会問題となっている今日、認知症の病態解明および画像診断法の確立はきわめて重要な課題

となっている。放射線医学総合研究所（放医研）では、MRI を用いて血管障害やそれに伴う脳萎縮、白質障害ならび

に機能的連結の障害を評価する技術や、ポジトロン断層撮影(PET)を用いて異常蛋白蓄積を定量評価するイメージ

ング技術を応用した認知症画像研究を以前より行ってきた。 

 認知症の中核的な疾患であるアルツハイマー型認知症（Alzheimer’s dementia：AD）については、ピッツバーグ大

学のグループが開発した[11C]Pittsburg Compound-B (PIB)1）を用いて βアミロイドを定量し評価する検査が主流であ

ったが、放医研では近年、タウ蛋白病変を新規タウ PET 用製剤の[11C]PBB3 を用いて定量評価する PET 画像技術

を開発した。我々の施設で行われた先行研究において、[11C]PBB3 はタウ蛋白病変への高い結合性と選択性を示し、

PET で評価したタウ蛋白病変の集積程度や分布が、神経障害に密接に関与する可能性があることを示した 2）（図 1）。

AD に代表される認知症の多くで認められるタウ蛋白病変は、βアミロイド病理と同等かそれ以上に神経障害に密接

に関与することが示唆されてきている 3）。前頭側頭型認知症や進行性核上性麻痺などにおいては、アルツハイマー

病で認められるような βアミロイド沈着を伴わず、タウ蛋白病変のみが認められる。 

 これまでの検討では、AD における脳内 βアミロイド沈着は、発症前かごく早期に既にプラトーに達しており、AD の

必要条件あるいは発症を予測するマーカーとしての意義があるが、病態（神経障害）の進展をよく表すマーカーでは

ない 4）ということが明らかになっている（図 2）。一方、[11C]PBB3 の集積は、認知機能障害が軽度の症例では側頭葉

内側に比較的に限局している。認知機能障害が重度になるにつれ、集積は新皮質も含む広範な領域へ広がってい

く様子がわかる。この集積パターンは、[11C]PIBで評価したアミロイド沈着の分布とは異なり、病理学的研究で提唱さ

れているタウ蛋白病変の進展様式 5）と酷似している（図 1）。すなわち、タウイメージングはアミロイドイメージングより

も、認知障害の病期進展とより密接に関連すると考えられ、（図 2）臨床的に重要なツールであることが示唆される。 

 しかしながら、こうした病期の評価は個体間の横断的な比較であり、個体内でのアミロイド・タウを経時的に比較し

たものではない。疾患の自然歴の中でこれら異常蛋白蓄積が果たして前述のような経過で進展するのかどうか、同

じ被験者で分布・程度の変化や疾患の進行速度を確認し、さらなる縦断的な検討を重ねることが望ましいと考える。 

 

図 1. 認知機能障害の程度と[11C]PBB3 集積パターンの関係 (SUVR 画像)右は文献 5 の図を一部抜粋 
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図 2. アルツハイマー病におけるバイオマーカーの進展（文献 4 の図を一部改編） 

 

《メタボリックシンドロームと認知症》 

 近年増え続ける高血圧症や糖尿病は、従来知られている身体合併症に加え、様々な認知症の危険要因であるこ

とが示唆されている 6）-10）。その認知症発症の機序としては、血管性認知症（Vascular dementia：VaD）にみられるよう

な脳血管障害を介する可能性や、ADの中核病理であるβアミロイドやタウ蛋白病変の蓄積を惹起・促進する可能性、

さらには循環障害や代謝異常そのものが直接認知機能低下を引き起こす特異な病態が背景にある可能性 3）、6）-11）

などが示唆されている（図 3）。実際には既述のような様々な要因が相加的、あるいは相乗的に認知機能障害を引き

起こしていると想定されるが、今までは脳内で起こる複合的な病理変化を評価する技術が存在せず、その背景病態

の理解は十分ではなかった。

 

図 3. アルツハイマー型認知症の病理カスケードと高血圧症・糖尿病（文献 3 より改変） 

 一方でまた、コレステロールがβアミロイド病理を加速する可能性も指摘されている 12）。高脂血症も含め、メタボリッ
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クシンドロームの疾患が、動脈硬化性変化とともにこのような脳の循環障害・代謝障害をもたらし、VaD のみならず

AD 発症に寄与する可能性は考えられる。 

 放医研が有するアミロイド・タウ蛋白病変を可視化する PET 技術、ならびに神経障害を多角的に評価する MRI 技

術を応用すれば、様々な程度の認知症を有するメタボリックシンドローム患者の病理学的変化と神経障害との関連

をさらに明らかにできると考えられる。 

 本研究により、高血圧症や糖尿病、あるいは高脂血症といったリスクファクターとの関連も含め、認知症の発症や

進行の機序が明らかとなれば、メタボリックシンドロームを伴う認知症患者に対して背景病態の理解に基づく新規の

治療・予防戦略の確立と、背景病態の違いに基づく認知症テーラーメード治療の実現に寄与することが期待される。 

 

3 スタディデザイン 

 本研究は介入のある臨床研究であり、多群間比較・非ランダム化・健常ボランティア対照の探索的試験である。 

 

4 目的と評価指標（エンドポイント） 

4-1 研究の目的 

 これまで行われてきた、あるいは現在進行中の[11C]PBB3 関連の研究に対し、このたび計画する研究はそれらを

補完する形となる（図 4）。 

 

図 4. PBB3 研究関連課題の位置づけ 

 したがって本研究では以下の点を目的に挙げる。 

 既に承認され稼働している「脳内タウイメージング用放射性薬剤[11C]PBB3 を用いた変性性認知症病態

に関する研究」に基づき、その後の経時的変化を評価することによって、アミロイド・タウ蛋白病変の分

布・程度の変化や疾患の進行速度を明らかにする。 

 高血圧症・糖尿病といったメタボリックシンドローム患者に関連する各種臨床データを包括的に用いること

で、メタボリックシンドロームに関連して進行する多様な認知症の病理学的変化をも明らかにする。 

 こうした背景病態の理解に基づく認知症の新規治療・予防戦略を確立することを最終的な目的とする。 
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4-2 評価指標（エンドポイント） 

 主要評価項目(プライマリ・エンドポイント)：アミロイドPET（[11C]PIB-PET）・タウPET（[11C]PBB3-PET）が示

す集積の分布・程度の縦断的変化と認知症進行の関連。 

 副次的評価項目（セカンダリ・エンドポイント）：アミロイド PET（[11C]PIB-PET）・タウ PET（[11C]PBB3-PET）

が示す集積の分布・程度と、認知症の発症や進展に、高血圧症・糖尿病・高脂血症を含むメタボリックシ

ンドロームの因子が寄与するかどうかという関連。 

 

5 研究対象の選択 

5-1 被験者のエントリー方法 

5-1-1 既に他の研究に登録し 1 回目の検査を実施済みの被験者 

 既に「脳内タウイメージング用放射性薬剤[11C]PBB3を用いた変性性認知症病態に関する研究」あるいはそれに類

する [11C]PIB-PET・[11C]PBB3-PET の研究に登録し検査を受けたことのある被験者に対し、このフォローアップ研

究の被験者として優先的に募集をかける。ただし、前の検査から次の検査まで 1 年以上はあけて行なうものとする。

（なお３回目以上の参加は今のところ予定していない。）  

5-1-2 健常ボランティアの募集  

放医研の研究者等である医師が、研究の対象となり得る健常ボランティアを以下の方法で募集する。共同研究施設

（後述）からの放医研への紹介も可とする。 

① 研究者および研究協力者の知人を通じての募集。 

② 放医研が管理する「臨床研究ボランティア募集システム」を通しての募集。 

5-1-3 軽度認知機能障害（MCI）患者、アルツハイマー病（AD）患者、大脳皮質基底核変性症（CBD）患者、進行性

核上性麻痺（PSP）患者、前頭側頭型認知症（FTD）患者、レビー小体病および認知症を伴うパーキンソン症候

群 

共同研究施設である千葉大学医学部附属病院、柏戸病院、千葉東病院、白金整形外科病院、神経内科千

葉、浅井病院、成田赤十字病院、東京歯科大学市川総合病院、東京医科大学病院、順天堂大学医学部付属

順天堂医院、東邦大学医療センター佐倉病院、慶應義塾大学病院、北里病院、東京都健康長寿医療センター、

日本医科大学附属病院、新潟大学脳研究所、日本医科大学千葉北総病院、新倹見川メンタルクリニック、総武

病院、柏駅前なかやまメンタルクリニック、駒木野病院、足利赤十字病院、江戸川病院、ビハーラ花の里病院、

旭神経内科リハビリテーション病院、下総精神医療センター、東名古屋病院、京都府立医科大学附属病院、三

重大学病院、町立南伊勢病院、米国 Mayo Clinic、稲毛神経内科・メモリークリニック、岡山大学病院の担当医

師が、研究の対象となり得る各患者を放医研に紹介する。 

5-2 被験者の選択除外基準 

5-2-1 健常ボランティア 

放医研の研究者等である医師は、研究の対象となり得る健常ボランティアを、以下の選択除外基準にて選択

する。 

《選択基準》 

① 同意取得時に 20歳以上の健常者。ただし、年齢については他の患者群に可能な限り合致するように選択
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するが、同時に健常者におけるタウ蛋白病変の年代別の特徴を評価できるよう、幅広い年代の被験者を

選択する。 

② 性差による影響を軽減するため、男女比は他の患者群に可能な限り合致するように選択する。 

③ 本研究への参加について同意の能力を有し、同意説明文書を読め、かつ理解できる健常者。 

《除外基準》 

① 脳器質疾患（明らかな脳梗塞の既往、パーキンソン病や類縁疾患等を含む）を合併している者。 

② 物質関連障害（薬物依存等）を合併している者。ただし、薬剤使用の許容範囲は別紙 1＜選択基準＞を参

照する。 

③ 重篤な疾患の合併症を有する者、あるいはこれらの既往があり研究者等である医師が本研究の対象とし

て不適当と判断した者。 

④ ペースメーカー、体内金属（脳クリップ、ボルト等）がある者。 

⑤ 刺青（タトゥーやアートメイクも含む）がある者。閉所恐怖がある者。 

⑥ 妊娠中もしくは妊娠している可能性がある者および授乳中の者。 

⑦ 核医学検査における被ばくの観点より、他の健常ボランティアを対象とした核医学検査に参加した時点か

ら 6 ヶ月以内の者。 

⑧ その他、研究者等である医師が被験者として不適当と判断した者。 

5-2-2 軽度認知機能障害（MCI）患者、アルツハイマー病（AD）患者、大脳皮質基底核変性症（CBD）患者、進行性

核上性麻痺（PSP）患者、前頭側頭型認知症（FTD）患者、レビー小体病および認知症を伴うパーキンソン症候群 

 まずは共同研究施設（後述）で診療を担当する医師が、研究の対象となり得る患者を吟味し放医研に紹介

する。「脳内タウイメージング用放射性薬剤[11C]PBB3 を用いた変性性認知症病態に関する研究」と同様に、放

医研では下記のような診断基準に精密に当てはまるかどうかを確認する。 

《選択基準》 

① 同意取得時に 20 歳以上の患者。 

② 軽度認知機能障害（MCI）患者およびアルツハイマー病（AD）患者：厚生労働省長寿科学総合研究事業

「アルツハイマー病発症と進展の客観的評価法確立のための多施設縦断臨床研究：J-ADNI コアスタディ

(19122701)」の選択基準に年齢以外が合致する患者。ただし、アルツハイマー病患者における CDR

（Clinical dementia rating）の範囲を 0.5～2、MMSE（Mini Mental State Examination）の範囲を 26 点以下と

し、薬剤使用の許容範囲なども一部変更する。もしくは遺伝子検査によって遺伝子変異を伴う家族性アル

ツハイマー病患者と診断されている（未発症保因者も含む）患者。 

大脳皮質基底核変性症（CBD）患者：Mayo clinic の診断基準 13）と Cambridge の診断基準修正版 14)のいず

れか、あるいはその両者を満たす患者。臨床研究における診断基準としては Mayo clinic の診断基準が汎

用されるが、早期症例に対しては Cambridge の診断基準の方が高い感度を示すとする報告 14)があるため、

両診断基準を併用することとした。 

進行性核上性麻痺（PSP）患者：NINDS-SPSP の診断基準 15）を満たす患者。 

前頭側頭型認知症（FTD）患者：Neary らの臨床診断基準 16）を満たす患者、もしくは遺伝子検査によってタ

ウ遺伝子（microtubule-associated protein tau：MAPT）変異を伴う 17 番染色体に連鎖しパーキンソニズム



10 

を伴う前頭側頭型認知症（Frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17; 

FTDP-17：MAPT）と診断されている（未発症保因者も含む）、あるいはその両者を満たす患者。 

レビー小体病および認知症を伴うパーキンソン症候群：なお、既に実施されている臨床研究で下記の神経

疾患もパーキンソン病関連疾患（症候群）として含まれる。 

家族性パーキンソン病患者：遺伝子検査によって LRRK2などの既知の遺伝子変異を伴う遺伝性パーキン

ソン病患者と診断されている（未発症保因者も含む）患者。 

牟婁病患者：日本神経学会の臨床診断基準の Possible 以上の診断基準を満たす患者。 

③ 代諾者となり得る者（代諾者の定義については 6-2 を参照）が放医研における研究参加当日に同伴可能

な患者。 

④ 同意取得時において、本研究の概要について理解できる患者。なお、患者が理解できるかどうかは、共同

研究施設および放医研の 2 名以上の医師が判定する。 

《除外基準》 

 上記に対し、被験者に有害事象が発生する恐れがある、あるいは被験者に不当な影響を及ぼす可能性があると

予想される場合、あるいは科学的妥当性から評価項目へ影響し得るため望ましくない被験者と考えられる場合は

（下記）、研究対象から除外する。 

① 当該疾患以外の脳器質疾患を合併していることが既に分かっている患者。 

② 重篤な疾患の合併症を有する患者、あるいはこれらの既往があり研究者等である医師が本研究の対象と

して不適当と判断した方。 

③ 物質関連障害（薬物依存等）を合併している方。ただし、薬剤使用の許容範囲は別紙「選択基準」を参照

する。 

④ 妊娠中もしくは妊娠している可能性がある方および授乳中の方。 

⑤ 閉所恐怖がある方。 

⑥ その他、研究担当者が被験者として不適当と判断した方。 

5-3 メタボリックシンドロームに関しての診断基準 

 メタボリックシンドロームに関しては以下の 3 つの疾患を取り上げる。 

① 高血圧症：日本高血圧学会が公開している「高血圧治療ガイドライン2014」

（http://www.jpnsh.jp/guideline.html）に記載されている高血圧症の診断基準に準じる。そこでも強調され

ているように、家庭血圧を連続最低5日間朝夕で記録し、また来院時にも安静時血圧を2〜4回測定して、

仮面高血圧症（来院時は正常血圧だが家庭では高血圧である）や白衣高血圧症（家庭では正常血圧だが

来院時のみ高血圧である）かどうかを判定する。高血圧症の基準は、来院時血圧（平均）が収縮期血圧

140mmHg以上かつ／または拡張期血圧90mmHg以上で、家庭血圧（平均）が収縮期血圧135mmHg以上

かつ／または拡張期血圧85mmHg以上、とされている。 

② 糖尿病：日本糖尿病学会が公開している「科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン 2013」

（http://www.jds.or.jp/modules/publication/index.php?content_id=4）に準ずる。I 型糖尿病、II 型糖尿病と

いった成因は問わないが、妊娠糖尿病は今回の研究では対象外とする。 

③ 高脂血症：この場合高コレステロール血症に限定する。日本動脈硬化学会が公表した「動脈硬化性疾患
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予防ガイドライン 2007年版」（http://jas.umin.ac.jp/publications/guideline.html）にあるように、LDLコレステ

ロール値 140mg/dL をまずは基準として考える。 

 

6 インフォームド・コンセント 

6-1 被験者への説明 

 放医研の研究者等は研究実施にあたって、下記内容について説明文書を用いて被験者に十分に 

説明する。 

 本試験が研究を目的とすること。 

 研究の意義、目的、方法および期間。 

 被験者として選定された理由。 

 被験者の研究への参加予定期間。 

 研究に参加する予定の被験者数。 

 予期される臨床上の利益及び危険性ならびに必然的に伴う心身に対する不快な状態。（被験者にとって

予期される利益がない場合には、被験者にその旨を知らせなければならない。） 

 研究に関連する健康被害が発生した場合に被験者が受けとることのできる補償及び治療。 

 研究への参加は被験者の自由意思によるものであり、被験者は、被験者の研究への参加を随時拒否又

は撤回することができること。又、拒否・撤回によって被験者が不利な扱いを受けたり研究に参加しない

場合に受けるべき利益を失うことはないこと。 

 研究への参加の継続について被験者の意思に影響を与える可能性のある情報が得られた場合には速

やかに被験者に伝えられること。 

 研究への参加を中止させる場合の条件又は理由。 

 研究倫理審査委員会が研究記録を閲覧できること。その際、被験者の秘密は保全されること。又、同意

書に被験者が署名または記名捺印することによって閲覧を認めたことになること。 

 被験者の希望により、他の被験者の個人情報保護や研究の独創性に支障のない範囲内で、研究計画書

及び研究の方法に関する資料を入手又は閲覧できること。 

 研究の成果により特許権等が生み出される可能性があること及び、特許権等が生み出された場合のそ

の権利の帰属先。 

 偶発的所見への対処方法。 

 研究の結果が公表される場合であっても、被験者のプライバシー等は保全されること。 

 研究に係る資金源、起こりうる利益の衝突及び研究者等の関連組織との関わり。 

 試料等の保存及び使用方法並びに保存期間。 

 被験者に金銭等が支払われる場合にはその内容。 

 研究担当者の氏名、職名。 

 研究に関する問い合わせ、苦情等の窓口の連絡先。 

 個人情報として安全管理された匿名化しない研究データを共同研究施設へ提供する可能性があること。 
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6-2 同意の取得 

 被験者が研究の内容を十分に理解したことを確認した上で、研究への参加について被験者本人の自由意思によ

る同意を文書により得る。同意書に被験者本人および患者の場合には代諾者の自書による署名または記名捺印も

得る。代諾者とは、被験者の後見人等の法定代理人、三親等以内の親族その他これに準じる者で、被験者の最善

の利益を図りうる者とする。 

7 登録 

 本研究の条件を満たし、文書で同意を取得した被験者は、本研究の対象被験者として登録される。 

 

8 目標症例数と研究期間 

8-1 目標症例数 

 軽度認知障害 20 名、アルツハイマー型認知症 20 名、前頭側頭型認知症 20 名、大脳基底核変性症 20 名、進行

性核上性麻痺 20 名、レビー小体病および認知症を伴うパーキンソン症候群 40 名、および対照となる健常ボランティ

ア 40 名。これまで「脳内タウイメージング用放射性薬剤[11C]PBB3 を用いた変性性認知症病態に関する研究」に参

加され 2 回目のフォローアップ精査に同意いただける被験者を中心とする。 

 糖尿病・高血圧症または高脂血症を有する患者は上記症例にオーバーラップも可とするが、それぞれ 30名程度含

まれることを目標とする。 

 いずれも、[11C]PBB3-PET、[11C]PIB-PET、MRI（または CT）検査完了例数とする。目標症例数（計 180 名程度）に

達した時点で登録を終了する。 

8-2 研究期間 

 承認日～2018 年 3 月 31 日 

 ※研究期間に関しては、過去の研究実績から目標症例数の登録は 3 年程度で達成できると期待されることから、

上記期間に設定した。 

 

9 研究方法 

①診察 

 被験者またはご家族に対する詳細な問診にて、高血圧症、糖尿病、高脂血症の有無を含めこれまでの病歴、生活

歴の有無を記録する。身長・体重は放医研にてスタッフが測定する。内科学的所見（安静時の血圧測定数回を含

む）、神経学的所見を神経内科医スタッフがとる。 

 また高血圧症については家庭血圧の評価が重要であるため、来院の前後で連続最低 5 日間朝夕の血圧測定と記

録をしていただく。ご家庭に血圧計がない場合は放医研からの貸出も考慮する。 

 神経心理検査は、神経内科医スタッフおよび神経心理士が行う。心理検査（約 100 分）は以下の通り。 

Mini-Mental State Examination (MMSE) 

WMS-R (logical memory-Ⅰ/-Ⅱ) 

Frontal Assessment Battery ( FAB) 

Frontal Systems Behavior Scale ( FrSBe) 

Apathy Evaluation Scale(AES) 
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Geriatric Depression Scale (GDS) 

Digit Span (順唱/逆唱) 

Verbal Fluency Test (category and letter) 

Raven's Coloured Progressive Matrices (RCPM） 

Clinical Dementia Rating (CDR) 

 これら診察・神経心理学的評価は、放医研において PET検査の前後概ね 2カ月以内に施行する。ただしPET検査

の概ね 2 ヶ月以内に紹介元の施設で神経心理検査が行われている場合や、研究協力者の状態により実施が困難

であると判断される場合には心理検査は適宜省略し、必要に応じて認知バイアス課題検査を追加する。 

②血液検査 

 空腹時血糖値、HbA1c 値、中性脂肪、コレステロール値といった糖尿病・高脂血症に関する血液生化学検査的マ

ーカーを測定する。採取量は 1 回 11ml 程度。原則的には PET 検査の静脈穿刺の際に行なう。ただし検査 2 ヶ月以

内に一般診療か別の検査でこれらが済んでいる場合については省略する。 

③頭部画像検査 

 放射線医学総合研究所（放医研）にて、頭部MRI、アミロイド PET（[11C]PIB-PET）・タウ PET（[11C]PBB3-PET）・ブド

ウ糖代謝PET（[18F]FDG-PET）を施行する（ただしブドウ糖代謝PETは必須ではない）。放射性薬剤の精製は当施設

の技師が行う。 

 PET 検査は放医研に設置されている PET 装置を使用する。2 日間に分けて 3 種類の放射性薬剤を使用した検査

を概ね 2 カ月以内に施行する。[18F]FDG-PET 撮像の際は、被験者には予め PET 撮像前 4 時間以上の絶食を指示

する。ただし糖分を含まない水分の摂取は認め、[18F]FDG-PET の撮像前に、簡易自己血糖測定器を用いて血糖値

を測定する。[18F]FDG を約 5mCi（185MBq）静脈内投与する。[18F]FDG の投与は、調音調光した部屋において被験

者を安楽椅子または寝台上で安静にさせた状態で行い、以後 PET 撮像の数分前までそのまま安静状態を維持させ

る。投与 30 分後から 30 分間の脳部位の撮像を行い、その後約 10 分間のトランスミッションスキャンを撮像する。

[11C]PBB3-PET 検査は約 10 分間のトランスミッションスキャンを撮像後に、[11C]PBB3 を約 15mCi（555MBq）静脈内

投与（[体重(kg)/5]+1(mCi)、ただし体重 50kg 以下の場合は一律 10mCi とする。）し、投与開始と同時に合計 70 分間

の脳部位のダイナミック画像の撮像（準備を含めた所要時間約 85 分）を行う。その後 30 分以上間隔をあけて、約 10

分間のトランスミッションスキャンを撮像後に、[11C] PIB を約 15mCi（555MBq）静脈内投与し、投与開始と同時に合

計70分間の脳部位のダイナミック画像の撮像（準備を含めた所要時間約85分）を行う。 ただし被験者の状態により、

長時間の PET 撮像が困難と思われる場合は、[11C]PBB3-PET および[11C]PIB-PET は、薬剤投与後 30〜40 分後か

ら 20〜30 分間の脳部位のダイナミック画像の撮像を行い、その後約 10 分間のトランスミッションスキャンを撮像する

方法への変更も考慮する。 

 PET 装置の代わりに PET-CT 装置を使用する際には、トランスミッションスキャンは CT を用いた約 5 分間の撮像と

する。体動が大きかった場合などには、トランスミッションスキャンは PETスキャン後に再度行うこともあり、またトラン

スミッションスキャン撮像後に薬剤合成が失敗した場合には、再撮像に際してトランスミッションスキャンを再度行う

が、同一被験者においてはトランスミッションスキャンは最大 6 回までとする。 

 また、PET 検査と同日または 2 カ月以内に、脳の形態画像ならびに機能情報を得るための頭部 MRI 検査を行い、

T1 強調およびT2 強調画像、拡散強調画像、安静時機能的 MRI、磁気共鳴スペクトロメトリー（MRS）を撮像する（所



14 

要時間約 35分）。機能評価を多面的なものにするべく、拡散強調画像を用いたテンソル解析や、安静時機能的 MRI

による default mode network（※記憶等に関与し、アルツハイマー病などにおいて障害される安静時脳活動）の評価

などを行う。MRI を施行できない患者被験者においては、頭部 MRI 検査のかわりに頭部単純 CT 検査を行う。 

④検査スケジュール 

 上記検査は、例えば次のようなスケジュールで実施する。状況に応じて検査の順番や日程が入れ替わることもあ

る。2 回の来院は 2 ヶ月以上あけない。 

 例）所要時間は 2 日間で計 10 時間。 

1 日目：来院→問診・神経学的診察→心理検査（約 100 分）→休憩（約 60 分）→MRI検査もしくは CT 検査（約

30分）→休憩（約 30分）→血圧・身長体重測定→[11C]PBB3-PET検査（約 105分）→休憩（約 30分）→[11C]PIB 

-PET 検査（約 85 分） 計約 8 時間 

2 日目：来院→問診→[18F]FDG 投与・採血・安静待機（約 40 分）→PET検査（[18F]FDG：約 40 分） 計約 2 時

間 

 なお、新規登録者の場合も含め、2 回目のフォローアップ検査は、1 回目検査以降 1 年以上経過してから実施す

る。 

⑤画像処理 

 PET 画像は小脳対照比とした定性画像を主な指標とする。さらに、頭部 MRI 画像をもとに PET 画像の空間的標準

化と平滑化を行う。 

⑥データ解析 I（縦断的評価） 

 本研究のデータ解析においては、既に実施済みの先行研究である「脳内タウイメージング用放射性薬剤

[11C]PBB3を用いた画像病理相関に関する研究（多施設連携研究）」において、将来計画される（先行研究とは）別の

研究で使うためにデータを保管する旨の承諾を取得済みの症例を、比較検討のために用いる予定である。解析・統

計ソフトウエアを用いて、前回のPET画像データとの比較を行い、アミロイド・タウ集積の分布・程度の変化や疾患の

進行速度を個体内で評価する。 

⑦データ解析 II（包括的評価） 

 対照群のデータと群間比較を行い、また高血圧症・糖尿病・高脂血症の指標を含む臨床評価パラメータと画像所

見の間にどのような関連があるか相関をみることで、メタボリックシンドロームの症例にみられる脳画像所見の特徴

を明らかにしていく。それぞれに関連する認知症の一群において、特異的な病変分布が認められるようであれば、脳

機能を説明する病変部位を探索する。また、重回帰分析を用いて Body mass index（体重／身長 2）、高血圧症、糖尿

病、高脂血症などのそれぞれの因子が画像所見にどの程度影響をしているかも検討する。 

 

10 予期される臨床上の利益及び危険性又は不便 

10-1 予期される臨床上の利益 

 臨床症候のみならず、画像を含む臨床データを縦断的に追跡することで、個人の疾患の進行速度を評価すること

ができ、被験者自身に役立つ結果が得られる可能性がある。 

 また、被験者に対して直接的な利益とはいえないかもしれないが、本研究により変性性認知症の病態が明らかと

なれば、認知症患者に対して背景病態の理解に基づく新規の治療・予防戦略の確立と、背景病態の違いに基づく認
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知症テーラーメード治療の実現に寄与することが期待される。 

10-2 予期される危険性又は不便 

 PET 検査については被ばくを避けることはできない。ただし安全性を考慮している旨を以下のように同意説明文書

に明記する。 

 PET 検査による被ばく線量は、555MBq の[11C]PBB3 静脈投与による実効線量が約 1.8～4.1mSv 程度（動物

モデルから人間に当てはめて計算した実効線量は、0.0033mSv/MBq、男性健常ボランティア 1 名における実

効線量は約0.0073mSv/MBq程度）、同じく 555MBqの[11C]PIB静脈投与による実効線量が約 2.9mSv程度（ヒ

ト全身PET動態計測による実効線量は、0.0053mSv/MBq17））185MBqの[18F]FDG静脈投与による実効線量が

約 3.5mSv 程度である。[18F]FDG は必須ではないとして、全検査（1 回の[11C]PBB3 静脈投与、1 回の[11C]PIB

静脈投与、1 回の[18F]FDG 静脈投与）の合計被ばく線量は多くとも約 8.2～10.5mSv となり、この被ばく線量は

体幹部の CT 検査と同程度であること。(※ただし、MRI 検査の代わりに頭部単純 CT 検査を行う場合は、頭部

単純 CT 検査による被曝線量が約 4mSv 以下であること、PET-CT によるトランスミッションスキャンを行う場合

は CT のトランスミッションスキャンによる被曝線量は約 0.5mSv、最大 6 回の CT トランスミッションスキャンの

合計被曝線量は約 3.0mSv 以下であることもあわせ、合計被曝線量は最大でも約 15.2～17.5mSv となり、この

被曝線量でも体幹部の CT 検査と同程度であること。) また、線量加算の影響を回避すべく、再検査までは 1

年以上はあけることにしていること。 

  [11C]PBB3 および[11C]PIB は研究責任者または研究者等である医師の責任のもとに放医研の標準的手順に

従い作製され、使用するものであり、製薬会社の製造するものとは異なる。放医研では、薬剤を合成する毎に、

品質検査を実施し、品質検査に合格した薬剤を使用している。[11C]PBB3 を用いた PET 検査は放医研におい

て既に実施されているが、臨床研究に先立ち実施された前臨床試験では毒性は認められず、また「放射性薬

剤[11C]PBB3 の脳内タウイメージング製剤としての適性評価および全身体内動態と実効線量の評価に関する

研究(研究計画書番号：12-002)」および「脳内タウイメージング用放射性薬剤[11C]PBB3 の定量測定法の開発

および認知症病態との関連に関する研究(研究計画書番号：12-018)」をはじめ先行研究においても有害事象

は確認されなかった。また、[11C]PIBを用いたPET検査は放医研において2005年以降200件以上行っており、

全世界でも 40 以上の施設で 3000 人以上の検査に使用されている（2014 年 7 月 2 日時点）が、この PET 薬剤

による有害事象は発生していない。 

 胎児や授乳中の乳児は放射線に対する感受性が大人より高く被ばくを避ける必要があるため、妊娠中や妊娠

している可能性がある女性および授乳中の女性は本研究へ参加を認めない。 

 

11 有害事象等発生時の対応 

11-1 被験者に対する対応 

 本研究の研究者等である医師は、有害事象を認めた時には、直ちに被験者に適切な処置を行うとともに、カルテ

に記載する。対応手順については、「臨床研究クラスタで行われる臨床研究における緊急時の手順書」に従う。 

11-2 重篤な有害事象または不具合の報告 

 研究責任者は、重篤な有害事象または不具合の発生を知った時には、「人を対象とする研究に関する標準業務手

順書」に従って、直ちに文書により所長に報告する。 
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12 偶発的所見発見時の対処方法 

 本研究で実施する検査等の結果は研究段階のもので疾患の診断を目的とした項目とは異なるため、放医研では

その結果をもって被験者個人に疾病があるかどうかを診断することはできず、原則的には個々の診断結果は返却し

ない。しかし、画像検査結果から腫瘍等の明らかな異常が疑われる所見が、あるいは血液データから内分泌疾患等

の明らかな異常が疑われる所見が偶発的に発見された場合には、被験者にその結果を通知し、適切な医療機関へ

の受診を促す。 

 

13 研究計画書からの逸脱 

 研究責任者または研究者は、研究倫理審査委員会の審査に基づく所長の承認を得る前に研究計画書からの逸脱

あるいは変更を行わない。研究責任者または研究者は、緊急回避等のやむを得ない理由により、研究倫理審査委

員会の審査に基づく所長の承認を得る前に研究計画書からの逸脱あるいは変更を行うことができる。 

 

14 研究計画書等の変更 

 研究計画書や説明文書および同意書等を変更する必要が生じた場合、研究倫理審査委員会の審査に基づく所長

の承認が得られた後、変更または改訂をする。 

 

15 研究実施状況の報告 

 研究責任者は、研究期間が 1 年を超える場合、1年ごとに「研究実施状況報告書」で所長に実施状況の報告をして、

研究倫理審査委員会で研究継続の可否についての審査を受けなければならない。 

 

16 研究の終了、中止、中断 

16-1 研究の終了 

 研究終了時には、研究終了報告書を所長に提出する。 

16-2 研究の中止、中断 

 以下の事項に該当する場合、研究責任者は、研究の継続の可否を検討する。 

① 被験者の集積が困難で、予定症例を達成することが到底困難な場合。 

② 予定症例数または予定期間に達する前に研究の目的が達成された場合。 

③ 研究により期待される利益よりも起こりうる危険が高いと判断される場合。 

④ 研究倫理審査委員会からの計画等の変更指示を受け入れることができない場合。 

⑤ その他の理由により、研究の継続が困難と判断された場合。 

 以下の場合には、個々の研究試験を中止または中断する。 

① 被験者から研究参加の辞退の申し出や同意撤回があった場合。 

② [11C]PBB3 または[11C]PIB の合成ができなかった場合。 

③ 有害事象により試験の継続が困難な場合。 

④ その他の理由により、研究責任者が試験を中止することが適当と判断した場合。 
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⑤ 研究倫理審査委員会から研究の中止の指示があった場合。 

 また、研究責任者は、「人を対象とする研究に関する標準業務手順書」に従って、研究終了または中止・中断後「研

究終了（中止・中断）報告書」を所長に提出する。 

 

17 倫理的事項 

(1) 研究に関する倫理指針の遵守 

 本研究は、「臨床研究に関する倫理指針」（厚生労働省、2008 年改訂）に基づく「人を対象とする研究に関する倫理

規程・標準業務手順書」（放医研）、「ヘルシンキ宣言」（世界医師会、2013 年改訂）、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に

関する倫理指針」（文部科学省、厚生労働省、経済産業省、2008 年一部改正）、および本研究計画書を遵守して実

施する。「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（文部科学省、厚生労働省、2014 年）も参考にし、可能な

範囲でこれにも従うものとする。 

(2) 研究倫理審査委員会 

 本研究の実施に際しては、放医研に設置された研究倫理審査委員会における承認を必要とする。研究責任者は、

1 年ごとに「研究実施状況報告書」を研究倫理審査委員会に提出し、以降の継続の可否について研究倫理審査委

員会の審査に基づく所長の承認事項に従う。また、研究責任者は、研究終了または中止・中断後「研究終了（中止・

中断）報告書」を、研究倫理審査委員会に提出する。研究責任者は、以下の場合、研究倫理審査委員会に報告し、

以降の継続の可否について研究倫理審査委員会の審査に基づく所長の承認事項に従う。 

① 研究計画書や同意説明文書等について変更が行われる場合。 

② 審査の対象となる資料が改訂された場合。 

③ 重篤な有害事象が発生した場合。 

④ その他、放射線医学総合研究所所長が審査の必要を認めた場合。 

 

18 被験者の個人情報等の保護に関する措置 

 研究責任者は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所個人情報保護規程及び

個人情報保護取扱細則に従い、資料の保管管理及び利用等に関する措置を行う。研究協力病院における口頭での

承諾を得た上で提供、登録された被験者の個人情報と診療情報（病歴、身体所見等、診療・研究など適切な手続き

により取得・記録された試料又は情報）は電子カルテ内に保管し、検査結果等の研究データの取扱い等については、

個人情報として安全管理された匿名化しない情報を、放射線医学総合研究所内の施錠可能な保管庫にて管理する。

資料・情報に関する提供の記録は、臨床研究支援室において作成と管理を行い、提供元の機関における義務を代

行する。対応表は個人情報管理責任者の許可に基づき臨床研究支援室が作成・管理し、必要に応じて研究責任者

が取り扱う。研究責任者とは独立した個人情報管理者（後述）を設定し管理を担当するものとする。 

 研究協力病院や検査委託業者での個人情報の取り扱いは一般診療と同様であり特筆することはないが、研究に

関連して個人情報を含む書類や試料を搬送する場合には十分に注意する。 

 研究で得られた被験者の画像等の試料は、本研究に関連して今後計画される他の研究に利用する可能性がある

が、その場合には研究倫理審査委員会の審査に基づく所長の承認を得ることとする。これら試料の二次利用を伴う

研究については、「臨床研究に関する倫理指針」等に従う。 
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 研究で得られた被験者の検査結果等の研究データは、研究の目的以外には利用しない。 

 研究結果の公表においては、匿名化（どの研究対象者の試料・情報であるかが直ちに判別できない）された解析

結果のみを公表する。 

 なお研究とは別に、もし被験者が後述の賠償や補償の対象となった場合は、本臨床研究に関わる個人情報を契

約先の保険会社に一部開示する必要があり、本人または家族からの同意が得られればそれを提示し賠償や補償を

適用する。 

19 被験者に生じた健康被害の補償・賠償および保険への加入 

19-1 健康被害に対する補償 

 金銭給付を伴わない医療サービスの提供を行い、被験者には医療費の自己負担分を負担させない。あらかじめ定

めた補償方針に従い、研究に起因する重篤な障害・死亡に対しては補償金を支払う。財源は施設負担および研究

費負担とし、保険契約により該当する場合には保険金によって損失を補てんする。 

19-2 保険への加入 

 本臨床研究については、被験者に生じた本臨床研究と因果関係を否定できない健康被害の補償に備えて、研究

責任者等本研究に携わる全ての者を被保険者として臨床研究保険に加入する。この保険は、臨床研究に起因して

被験者に健康被害（健常者の場合：政府労災保険基準で死亡または後遺障害 1 級から 14 級という重篤な身体障害、

患者の場合：医薬品副作用被害救済制度基準で死亡または後遺障害 1級と 2級という重篤な身体障害）が生じた場

合に研究責任者等が負担する補償責任、または法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対し保険金

を支払うものである。加入については各共同研究施設ごとに加入を検討し、加入する場合の加入費用については各

共同研究施設の負担とする。 

 また、研究責任者および研究者等である医師は、医療行為上の過失に起因する賠償責任に備えて、医師賠償責

任保険に加入している。 

さらに、臨床研究補償保険ではカバーしきれない、研究に参加するための移動中の偶発事故等に対する補償に

ついて、放医研が一括して、傷害保険の包括契約を行う。このため被験者の同意を得た上で、保険会社に氏名・住

所・年齢・性別を通知する。 

 

20 記録の保存 

 研究責任者は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所個人情報保護規程及び

放射線医学総合研究所情報セキュリティ管理規程に従い、研究に関する重要な文書（各種申請書類や報告書の控

え、通知文書、被験者識別コードリスト、その他データの信頼性を保証するのに必要な書類または記録等）の保管管

理及び利用等に関する措置を行う。また、各記録を保存する期間は本研究期間終了（または中止）後 5 年間とする。 

 

21 試料等の保存 

 本研究で得られた PET 画像や MRI 画像（もしくは CT 画像）、心理検査および血液検査の結果等は、今後の各種

認知症研究における貴重な試料となるため、被験者または代諾者の同意がある場合には、原則、永久保存とする。 

被験者が研究終了と同時に廃棄を希望される場合には、以下の方法で廃棄する。ただし、統計処理されたデータ

は、すでに個人情報が除去されており、「個人情報」に該当しない。このため、統計処理後のデータは廃棄の対象で
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はない。質問票のように、紙で記録されたデータについては、シュレッダー処理して判読不可能な形にした後、廃棄

する。電子化された結果等に関しては、記録メディア上から消去する。匿名化したコード番号等についても全て削除

し破棄する。 

 

22 試料等の廃棄方法 

 匿名化されている試料等については、次のように廃棄する。書類などは細断のうえ焼却処分し、コンピューターの

外部記憶装置に保存していた情報は消去する。個人情報については、個人情報管理者がコンピューターの外部記

憶装置に保存していた情報を消去する。 

23 研究計画の登録および研究結果の公表 

 研究責任者は、研究倫理審査委員会の承認後、被験者登録を開始する前に、本研究計画を大学病院医療情報ネ

ットワーク（University hospital Medical Information Network: UMIN）に登録する。 

 研究終了後、研究責任者または研究責任者の指名する研究者はすみやかにその成果をまとめて学会発表および

論文発表の形で公表するよう努める。研究成果の一般公開については、放医研のホームページを通じて公表とす

る。 

 

24 研究組織体制 

《研究責任者》 

 島田 斉（臨床研究クラスタ 脳機能イメージング研究部 主任研究員） 

《研究分担者および研究協力者》 

 人を対象とする研究に関する標準業務手順書（研）書式 2-1「研究者・研究協力者リスト」に記載 

《個人情報管理者》 

 堀口 隆司（臨床研究クラスタ 脳機能イメージング研究部 主任研究員） 

《研究実施機関》 

 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所 臨床研究クラスタ 脳機能イメージング

研究部 

《共同研究機関責任者》 

 共同研究施設とは密接な連携をとっており、長期の研究期間を通じて実施体制が継続可能であることも確認済み

である。共同研究施設の一部とは、既に 10年以上にわたる研究協力体制の構築してきた実績があり、今後さらに連

携を密接にする方針である。責任者は以下の通り。 

千葉大学医学部附属病院 桑原聡（神経内科教授） 

千葉東病院 吉山容正（神経内科医長） 

柏葉会 柏戸病院 柏戸孝一（副院長） 

神経内科千葉 篠遠仁（院長） 

成田赤十字病院 吉川由利子(神経内科部長) 

東京歯科大学市川総合病院 森本陽子(精神科部長) 

白金整形外科病院 鈴木斌（院長） 
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順天堂大学医学部附属順天堂医院 服部信孝（脳神経内科教授） 

東邦大学医療センター佐倉病院 榊原隆次（神経内科准教授） 

慶應義塾大学病院 三村將（精神・神経科教授） 

浅井病院 浅井邦彦（理事長・院長） 

東京都健康長寿医療センター病院 石井賢二（PET センター・部長） 

新潟大学脳研究所 池内健（研究推進機構 超域学術院 准教授） 

日本医科大学付属病院 大久保善朗（精神神経科主任教授） 

日本医科大学千葉北総病院 大久保善朗（メンタルヘルス科主任教授） 

新検見川メンタルクリニック 佐々毅（院長） 

総武病院 佐藤讓二（院長） 

柏駅前なかやまメンタルクリニック 中山貴至（院長） 

駒木野病院 森山泰（診療部長） 

足利赤十字病院 船山道隆（精神科 部長） 

江戸川病院 加藤隆弘（院長） 

ビハーラ花の里病院 和泉唯信（理事長） 

旭神経内科リハビリテーション病院 旭俊臣（院長） 

京都府立医科大学大学院医学研究科 神経内科学 徳田隆彦（准教授） 

東京歯科大学市川総合病院 神経内科 野川茂（教授） 

独立行政法人国立病院機構下総精神医療センター 女屋光基（診療部長） 

北里病院 神経内科 西山和利（主任教授） 

東名古屋病院 饗場郁子 (リハビリテーション科 部長） 

三重大学 小久保康昌（地域イノベーション学研究科 招聘教授） 

町立南伊勢病院 小久保康昌 (神経内科 非常勤医師) 

東京医科大学病院 高齢診療科 羽入春生（主任教授） 

Mayo Clinic ZBIGNIEW K. WSZOLEK（Professor of Neurology） 

稲毛神経内科・メモリークリニック 吉山容正（院長） 

岡山大学病院 神経内科 阿部康二（神経内科教授）  

 

25 研究に係る資金源、および起こりうる利益の衝突 

 本研究に要する費用は、文部科学省から国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所

への運営費交付金および研究委託費をもって充てる。 

なお、研究参加者の一部（樋口、須原、張、島田）は PBB3 について特許を登録（第 5422782 号）しているが、本研

究の計画・実施・報告において、研究の結果および結果の解釈に影響を及ぼすことがないよう、また被験者の権利・

利益を損ねることがないような管理体制を構築する。 
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26 遺伝子情報の開示に関する考え方 

 本研究では遺伝子検査については言及しないが、必要に応じて別途研究で検討する。 
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